
別紙１　継続して指定する植物種（192種）

和名 別名 学名
ミズゴケ科 ミズゴケ属 Sphagnum　spp.
ヒカゲノカズラ科 ヒメスギラン Huperzia miyoshiana

ヒカゲノカズラ科 マンネンスギ ウチワマンネンスギ Lycopodium obscurum 

ヒカゲノカズラ科 スギラン Phlegmariurus cryptomerinus 

イワヒバ科 エゾノヒメクラマゴケ ミヤマヒメタチクラマゴ
ケ，エゾクラマゴケ

Selaginella helvetica

イワヒバ科 イワヒバ Selaginella tamariscina

マツバラン科 マツバラン Psilotum nudum

チャセンシダ科 コタニワタリ Asplenium scolopendrium

メシダ科 ウラボシノコギリシダ Anisocampium sheareri 

シノブ科 シノブ Davallia mariesii 

ウラボシ科 ヤノネシダ Lepidomicrosorium buergerianum 

ウラボシ科 ヌカボシクリハラン Lepidomicrosorium superficiale 

ウラボシ科 イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia 

ウラボシ科 オシャグジデンダ Polypodium fauriei

ウラボシ科 オオエゾデンダ Polypodium vulgare 

ウラボシ科 イワオモダカ Pyrrosia hastata

ヒノキ科 ミヤマビャクシン シンパク Juniperus chinensis var. sargentii

イチイ科 キャラボク ダイセンキャラボク Taxus cuspidata var. nana 

ヤドリギ科 オオバヤドリギ Taxillus yadoriki 

ナデシコ科 ハマナデシコ フジナデシコ Dianthus japonicus 

キンポウゲ科 タンナトリカブト
サンインヤマトリカブト、
ダイセントリカブト Aconitum japonicum subsp. napiforme 

キンポウゲ科 ユキワリイチゲ Anemone keiskeana 

キンポウゲ科 イチリンソウ Anemone nikoensis 

キンポウゲ科 キクザキイチゲ Anemone pseudoaltaica

キンポウゲ科 リュウキンカ Caltha palustris var. nipponica

キンポウゲ科 トリガタハンショウヅル Clematis tosaensis 

キンポウゲ科 ミスミソウ Hepatica nobilis var. japonica

キンポウゲ科 オキナグサ Pulsatilla cernua

キンポウゲ科 ノカラマツ Thalictrum simplex var. brevipes

メギ科 サンカヨウ Diphylleia grayi 

メギ科 トキワイカリソウ Epimedium sempervirens 

スイレン科 ヒツジグサ Nymphaea tetragona 

ウマノスズクサ科 ミヤコアオイ Asarum asperum 

ウマノスズクサ科 ウスバサイシン サイシン Asarum sieboldii 

ボタン科 ヤマシャクヤク Paeonia japonica

オトギリソウ科 ダイセンオトギリ Hypericum asahinae 

モウセンゴケ科 モウセンゴケ Drosera rotundifolia

アブラナ科 ミヤマハタザオ Arabidopsis kamchatica

ユキノシタ科 チャルメルソウ Mitella furusei var. subramosa 

ユキノシタ科 ウメバチソウ Parnassia palustris var. palustris

ユキノシタ科 ジンジソウ Saxifraga cortusifolia

バラ科 シモツケソウ Filipendula multijuga 

バラ科 アカバナシモツケソウ Filipendula multijuga var. ciliata 

バラ科 ノウゴウイチゴ Fragaria iinumae 

バラ科 イワキンバイ Potentilla ancistrifolia var. dickinsii

バラ科 ヒロハノカワラサイコ Potentilla niponica 

バラ科 テリハキンバイ Potentilla riparia

バラ科 ハマナス ハマナシ Rosa rugosa

バラ科 イワガサ Spiraea blumei 

バラ科 ミツバイワガサ Spiraea blumei var. obtusa 

フウロソウ科 イヨフウロ シコクフウロ Geranium shikokianum 

フウロソウ科 コフウロ Geranium tripartitum 

フウロソウ科 ビッチュウフウロ Geranium yoshinoi 

トウダイグサ科 イワタイゲキ Euphorbia jolkinii 

ジンチョウゲ科 コショウノキ Daphne kiusiana 

ジンチョウゲ科 カラスシキミ Daphne miyabeana

スミレ科 ダイセンキスミレ Viola brevistipulata subsp. minor 

アカバナ科 ヒメアカバナ Epilobium fauriei 

イワウメ科 ヒメイワカガミ Schizocodon ilicifolius 

種名（※1）
科名
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イワウメ科 イワカガミ Schizocodon soldanelloides 

イワウメ科 オオイワカガミ Schizocodon soldanelloides var. magnus 

イチヤクソウ科 ウメガサソウ Chimaphila japonica 

イチヤクソウ科 シャクジョウソウ Hypopitys monotropa 

イチヤクソウ科 ギンリョウソウモドキ アキノギンリョウソウ Monotropa uniflora

イチヤクソウ科 ギンリョウソウ Monotropastrum humile

イチヤクソウ科 マルバノイチヤクソウ Pyrola nephrophylla 

ツツジ科 コメバツガザクラ Arcterica nana 

ツツジ科 ミヤマホツツジ Elliottia paniculata

ツツジ科 イワナシ Epigaea asiatica

ツツジ科 アカモノ Gaultheria adenothrix

ツツジ科 シラタマノキ Gaultheria pyroloides 

ツツジ科 ツガザクラ Phyllodoce nipponica

ツツジ科 オキシャクナゲ Rhododendron japonoheptamerum var. okiense

ツツジ科 ホンシャクナゲ Rhododendron japonoheptamerum var. hondoense 

ツツジ科 ダイセンミツバツツジ Rhododendron lagopus var. lagopus

ツツジ科 レンゲツツジ Rhododendron molle subsp. japonicum 

ツツジ科 コバノミツバツツジ Rhododendron reticulatum

ツツジ科 コメツツジ Rhododendron tschonoskii

ツツジ科 コケモモ Vaccinium vitis-idaea

サクラソウ科 ツマトリソウ Lysimachia europaea var. europaea 

リンドウ科 リンドウ Gentiana scabra var. buergeri

リンドウ科 センブリ Swertia japonica

アカネ科 ソナレムグラ Hedyotis strigulosa var. parvifolia

アカネ科 サツマイナモリ Ophiorrhiza japonica 

アカネ科 イナモリソウ Pseudopyxis depressa

アカネ科 オオキヌタソウ Rubia chinensis var. glabrescens

アカネ科 クルマバアカネ Rubia cordifolia

ゴマノハグサ科 キュウシュウコゴメグサ Euphrasia insignis subsp. iinumae var. kiusiana

ゴマノハグサ科 ホソバママコナ Melampyrum setaceum

ゴマノハグサ科 トウテイラン Veronica ornata 

ゴマノハグサ科 ダイセンクワガタ
Pseudolysimachion schmidtianum subsp. senanense f. daisenense
（※2）

イワタバコ科 イワタバコ Conandron ramondioides 

イワタバコ科 シシンラン Lysionotus pauciflorus 

ハマウツボ科 ハマウツボ Orobanche coerulescens 

ハマウツボ科 キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus 

タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis 

タヌキモ科 ミミカキグサ Utricularia bifida

タヌキモ科 ムラサキミミカキグサ Utricularia uliginosa

スイカズラ科 ダイセンヒョウタンボク Lonicera strophiophora var. glabra

スイカズラ科 オニヒョウタンボク Lonicera vidalii 

スイカズラ科 チョウジガマズミ Viburnum carlesii var. bitchiuense

マツムシソウ科 マツムシソウ Scabiosa japonica

キキョウ科 フクシマシャジン Adenophora divaricata

キキョウ科 キキョウ Platycodon grandiflorus 

キク科 チョウジギク Arnica mallotopus

キク科 ミヤマヨメナ Aster savatieri

キク科 ダルマギク Aster spathulifolius

キク科 オキノアブラギク Chrysanthemum okiense

キク科 イワギク Chrysanthemum zawadskii

キク科 キセルアザミ Cirsium sieboldii

キク科 サンベサワアザミ Cirsium tenuisquamatum

キク科 ホソバワダン Crepidiastrum lanceolatum

キク科 ホソバムカシヨモギ Erigeron acer var. linearifolius

キク科 オタカラコウ Ligularia fischeri 

キク科 ハンカイソウ Ligularia japonica

キク科 オオニガナ Nabalus tanakae 

キク科 ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella 

キク科 オキタンポポ Taraxacum maruyamanum

キク科 クシバタンポポ Taraxacum pectinatum

キク科 コウリンカ Tephroseris flammea subsp. glabrifolia
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キク科 サワオグルマ Tephroseris pierotii 

ユリ科 ネバリノギラン Aletris foliata

ユリ科 アサツキ Allium schoenoprasum var. foliosum 

ユリ科 シロウマアサツキ Allium schoenoprasum var. orientale 

ユリ科 ヤマラッキョウ Allium thunbergii

ユリ科 アマナ Amana edulis 

ユリ科 シライトソウ Chionographis japonica var. japonica

ユリ科 カタクリ Erythronium japonicum

ユリ科 ショウジョウバカマ Helonias orientalis

ユリ科 ゼンテイカ ニッコウキスゲ Hemerocallis dumortieri var. esculenta

ユリ科 イワギボウシ Hosta longipes var. longipes

ユリ科 ササユリ Lilium japonicum

ユリ科 コオニユリ Lilium leichtlinii f. pseudotigrinum

ユリ科 チャボゼキショウ Tofieldia coccinea var. kondoi 

ユリ科 ハナゼキショウ イワゼキショウ Tofieldia nuda var. nuda

ユリ科 イワショウブ Triantha japonica

ユリ科 エンレイソウ Trillium apetalon

アヤメ科 ノハナショウブ Iris ensata var. spontanea

イネ科 ミヤマヌカボ Agrostis flaccida

イネ科 ヒゲノガリヤス Calamagrostis longiseta

イネ科 コメススキ Deschampsia flexuosa

サトイモ科 ムサシアブミ Arisaema ringens

カヤツリグサ科 ダイセンスゲ Carex daisenensis

カヤツリグサ科 オタルスゲ Carex otaruensis

カヤツリグサ科 ダイセンアシボソスゲ Carex scita var. parvisquama

ラン科 ヒナラン Amitostigma gracile

ラン科 マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum 

ラン科 ムギラン Bulbophyllum inconspicuum

ラン科 エビネ Calanthe discolor

ラン科 キンセイラン Calanthe nipponica

ラン科 ナツエビネ Calanthe reflexa

ラン科 キエビネ Calanthe sieboldii

ラン科 ギンラン Cephalanthera erecta

ラン科 ユウシュンラン Cephalanthera erecta var. subaphylla

ラン科 キンラン Cephalanthera falcata

ラン科 ササバギンラン Cephalanthera longibracteata

ラン科 サイハイラン Cremastra appendiculata var. variabilis

ラン科 トケンラン Cremastra unguiculata

ラン科 シュンラン ホクロ Cymbidium goeringii

ラン科 クマガイソウ Cypripedium japonicum

ラン科 ツチアケビ Cyrtosia septentrionalis 

ラン科 セッコク Dendrobium moniliforme

ラン科 カキラン Epipactis thunbergii

ラン科 マツラン ベニカヤラン Gastrochilus matsuran 

ラン科 オニノヤガラ Gastrodia elata

ラン科 ベニシュスラン Goodyera biflora 

ラン科 アケボノシュスラン Goodyera foliosa var. maximowicziana

ラン科 ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana

ラン科 ジガバチソウ Liparis krameri 

ラン科 クモキリソウ Liparis kumokiri

ラン科 コクラン Liparis nervosa

ラン科 フウラン Neofinetia falcata 

ラン科 ノビネチドリ Neolindleya camtschatica

ラン科 ヒメフタバラン Neottia japonica

ラン科 アオフタバラン Neottia makinoana 

ラン科 ヨウラクラン Oberonia japonica

ラン科 コケイラン Oreorchis patens

ラン科 ジンバイソウ Platanthera florentii

ラン科 ミズチドリ Platanthera hologlottis

ラン科 イイヌマムカゴ Platanthera iinumae 

ラン科 ヤマサギソウ Platanthera mandarinorum subsp. mandarinorum  var. oreades

ラン科 マイサギソウ Platanthera mandarinorum var. neglecta
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ラン科 マンシュウヤマサギソウ Platanthera mandarinorum var. cornu-bovis

ラン科 ノヤマトンボ オオバノトンボソウ Platanthera minor var. minor

ラン科 ホソバノキソチドリ Platanthera tipuloides subsp. tipuloides  var. sororia

ラン科 トンボソウ Platanthera ussuriensis

ラン科 トキソウ Pogonia japonica

ラン科 ヤマトキソウ Pogonia minor 

ラン科 ナゴラン Sedirea japonica

ラン科 クモラン Taeniophyllum glandulosum

ラン科 カヤラン Thrixspermum japonicum

ラン科 ヒトツボクロ Tipularia japonica

※2 ダイセンクワガタの学名は、グリーンリストではなく、鳥取県のレッドリスト（レッドデータブックとっとり改訂版
　　　(2012年3月発行) ）から引用した。

※1 和名・学名の表記は、原則としてグリーンリスト（Ito, M. et al. 2015. Green List ver.b2.3；　Ito, M. et al. 2015.
　　　GymGlist ver.b2；　Ebihara, A. et al. Ferns Green List ver.b2）に従った。
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